
調べる技術書く技術 ユダヤ人を命がけで救った人びと

佐藤優 SBクリエイティブ 002 キャロル・リトナー 河出書房新社 209

まなの本棚 世界遺産登録へ!百舌鳥・古市古墳群のすべて

芦田愛菜 小学館 019 洋泉社 210

50歳からのむなしさの心理学 世界史とつなげて学ぶ中国全史

榎本博明 朝日新聞出版 143 岡本隆司 東洋経済新報社 222

AI時代対応大人の知的習慣 夜と霧の明け渡る日に

齋藤孝 KADOKAWA 159 ヴィクトール・E.フランクル 新教出版社 289

ニュータイプの時代 懐かしの昭和ドライブイン

山口周 ダイヤモンド社 159 越野弘之 グラフィック社 291

神さまに選ばれた動物図鑑 北欧ヴィンテージ雑貨を探す旅

神宮館 170 おさだゆかり 産業編集センター 293

同調圧力 150年前の科学誌『NATURE』には何が書かれていたのか

望月衣塑子 KADOKAWA 304 瀧澤美奈子 ベレ出版 405

武器としての世論調査 星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた

三春充希 筑摩書房 312 大野裕明 誠文堂新光社 442

会計と犯罪 NHKスペシャル恐竜超世界

細野祐二 岩波書店 327 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 457

Think CIVILITY くらべる骨格動物図鑑

クリスティーン・ポラス 東洋経済新報社 336 川崎悟司 新星出版社 481

もう銀行はいらない 超危険!スズメバチLIFE

上念司 ダイヤモンド社 338 丸沢丸 講談社 486

2000万円もってないオレたちはどう生きるか 最良の逝き方

岡久 自由国民社 367 小村一左美 潮出版社 490

ひとり老後、賢く楽しむ 老いる自分をゆるしてあげる。

岸本葉子 文響社 367 上大岡トメ 幻冬舎 491

ケーキの切れない非行少年たち 電車に乗れない人たち

宮口幸治 新潮社 368 松本桂樹 WAVE出版 493

フィンランドの教育はなぜ世界一なのか 眼科医がすすめる目の不調を感じたら毎日食べたい料理

岩竹美加子 新潮社 372 平松類 KADOKAWA 496

頭のいい子の親がやっている「見守る」子育て ヴィータ 遺棄された者たちの生 

小川大介 KADOKAWA 379 ジョアオ・ビール みすず書房 498

民間人のための戦場行動マニュアル そろそろ、からだにいいことを考えてみよう

S&T OUTCOMES 誠文堂新光社 391 伊藤まさこ 朝日新聞出版 498

世界を変えた60人の偉人たち 50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話

東京電機大学 東京電機大学出版局 502 山中伸枝 東洋経済新報社 591

テクノロジー見るだけノート 布を裂いて編むアクセサリー

山形浩生 宝島社 504 柳田恵 文化学園文化出版局 594

美しい日本の川と防災 今あるコスメで上品で、洗練された美人になれる

木下武雄 総合法令出版 517 福井美余 ダイヤモンド社 595

こうして管楽器はつくられる 素材の旨味を引き出す塩とこしょうのシンプルレシピ

竹内明彦 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 582 浜内千波 マイナビ出版 596

日本ビール缶大全 おもてなしタイ料理

長谷川正人 辰巳出版 588 シリワン・ピタウェイ 誠文堂新光社 596

言葉の服 濃いめがおいしい至福のプリン

堀畑裕之 トランスビュー 589 柳瀬久美子（ほか） 家の光協会 596

　　　　０類〖総記・情報・書誌学・雑学〗／
　　　　　　　　１類〖哲学・思想・心理学・宗教〗

　　　　２類〖歴史・伝記・地理・旅行ガイド〗

　　　　３類〖社会・政治・経済・福祉・教育・習俗〗 　　　　４類〖自然科学・健康・医療〗

　　　　５類〖技術・工業・家政学・料理・手芸・育児〗

発行： 大垣市立図書館
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新着案内(7/21～8/20新着分)



おいしく長く楽しめる!収穫野菜の保存テク&レシピ 明日死んだ男

五十嵐透 ナツメ社 626 赤川次郎 集英社 913

寄りそう猫 灼熱

佐竹茉莉子 辰巳出版 645 秋吉理香子 PHP研究所 913

ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 愛してるって言えなくたって

飯野たから 自由国民社 673 五十嵐貴久 祥伝社 913

交通誘導員ヨレヨレ日記 クジラアタマの王様

柏耕一 三五館シンシャ 673 伊坂幸太郎 NHK出版 913

「値づけ」の思考法 空と湖水

小川孔輔 日本実業出版社 675 植松三十里 文藝春秋 913

ちょっと自慢できるヒコーキの雑学100 剣樹抄

チャーリィ古庄 インプレス 687 冲方丁 文藝春秋 913

夏物語

川上未映子 文藝春秋 913

一生に一度は行きたい日本の世界遺産 スワロウテイルの消失点

宝島社 709 川瀬七緒 講談社 913

旅する絵描きタブローの向こうへ スズメの事ム所

いせひでこ 文藝春秋 726 朱川湊人 文藝春秋 913

廃墟と犬 我らが少女A

アリス・ファン・ケンペン オークラ出版 748 高村薫 毎日新聞出版 913

永遠なれ魯山人 神様の暇つぶし

山田和 平凡社 751 千早茜 文藝春秋 913

お菓子の箱だけで作る空箱工作 黄金夜界

はるきる ワニブックス 754 橋本治 中央公論新社 913

まあまあふうふう。 てんげんつう

八千草薫 主婦と生活社 772 畠中恵 新潮社 913

水球必勝バイブル うしろから歩いてくる微笑

塩田義法 メイツ出版 785 樋口有介 東京創元社 913

夏の騎士

百田尚樹 新潮社 913

齋藤孝が読むカーネギー『話し方入門』 密室を開ける手

齋藤孝 創元社 809 藤本ひとみ 講談社 913

インテグレート英単語 龍の袖

崎村耕二 研究社 835 藤原緋沙子 徳間書店 913

英語で紹介する日本 いけない

松本美江 ナツメ社 837 道尾秀介 文藝春秋 913

さよならの儀式

宮部みゆき 河出書房新社 913

気象年鑑　2019年版 カザアナ

気象業務支援センター 気象業務支援センター 451 森絵都 朝日新聞出版 913

日本の地震地図 ひと喰い介護

岡田義光 東京書籍 453 安田依央 集英社 913

もうどく水族館 ジョン・マン　7

サンシャイン水族館 KADOKAWA 481 山本一力 講談社 913

天使も怪物も眠る夜

吉田篤弘 中央公論新社 913

鉄道敷設の大家で橋梁学の工学博士・那波光雄 抽斗のなかの海

大垣市教育委員会 大垣市奥の細道むすびの地記念館 289 朝吹真理子 中央公論新社 914

句集 稲の花 三体

高木浩（万翠） 高木浩 913 劉慈欣 早川書房 923

二頭立浪 掃除婦のための手引き書

小栗裕二 文芸社 936 ルシア・ベルリン 講談社 933

　　　６類〖産業・農業・園芸・ペット・交通〗 　　　　９類〖文学・小説・エッセイ・自伝〗

　　　　７類〖芸術・工芸・芸能・スポーツ〗

　　　　８類〖言語・会話・文章術〗

　　　　〖参考図書〗

　　　　〖郷土資料〗

暮　ら　し　と　文　化　を　創　る　読　書　活　動


